エリア

施設名
和歌山プリンスイン海南
有田川温泉 鮎茶屋 ホテルサンシャイン
名湯と紀州の幸を愉しむ宿 朝日楼
美里の湯かじか荘
白崎シーサイドハイツ白崎荘
二ノ丸温泉
鶴の湯温泉
寺井旅館ハーバービュー
今又旅館
久家旅館
橘家
国民宿舎 紀州路みなべ
紀州の隠れ湯 栖原温泉
観光旅館美奈都
海南・有田・日高 割烹旅館美よし荘
やびつ坂の上の宿 くろ潮
ホテル＆リゾーツ 和歌山 みなべ -DAIWA ROYAL HOTELふるさと有田川森のコテージしみず
ビジネスホテル百寿
ビジネスホテル グリーンヒル美浜
バンガロー ストロベリーファーム白崎
パートナーズハウスゆあさ
たまゆらの里
しみず温泉あさぎり
かわべ温泉 お宿喜作
ＳＥＡ ＱＵＥＥＮ ＫＡＩＮＡＮ
ＯＹＯ旅館 湯浅温泉 湯浅城
ＭＡＲＩＮＥ－Ｑ
ItalianRestaurant&HOTEL TestiMone ARIDA
【料理民宿 松林】 夕食評価５．０!朝どれ新鮮★海幸の宿
蓮華定院
普門院
大明王院
西禅院
常喜院
宿坊不動院
天徳院
西門院
上池院
山荘 天の里
高野山温泉福智院
高野山・橋本
高野山 増福院
高野山 宿坊 恵光院
紀伊見温泉 紀伊見荘
気さくな女将の宿 丸浅旅館
リバーサイドホステル Ｂ＆Ｂ
やどり温泉 いやしの湯
ホテルルートイン橋本
ホテルいとう
ホステルイン 橋本
はなぞの温泉 花圃の里
かつらぎ温泉 八風の湯 宿「八風別館」

料理旅館 万清楼
陽いずる紅の宿 勝浦観光ホテル
民宿 こいで
碧き島の宿 熊野別邸 中の島
美滝山荘
ホテル浦島
南紀月の瀬温泉ぼたん荘
南紀すさみ温泉 ホテルベルヴェデーレ
サンライズ勝浦
湯快リゾートプレミアム 越之湯
ホテル なぎさや
大江戸温泉物語 南紀串本
小さな宿 Ｎｉｅｃｈｅ
国民宿舎あらふねリゾート
恵比須屋旅館
休暇村 南紀勝浦
サンセットすさみ
花いろどりの宿 花游
温泉民宿 小阪屋 本館
温泉民宿 小阪屋 元館
温泉民宿 かわべ
勝浦・串本・すさみ ロッジラプレ串本
南紀串本 リゾート大島
みさきロッジニシダ
民宿 亀の井
マグロと地酒の宿 民宿わかたけ
ホテルシャルモント
ホテル＆レンタカー６６０
ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本 -DAIWA ROYAL HOTELホテル ホリスティック リゾート
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ
サイクリストｉｎｎ八尺鏡野
ゲストハウスＢｒａｎｃｈｅｅ
かつうら御苑 那智の滝を遠望できる海辺の絶景露天と美食の宿
お宿はな
いさなの宿 白鯨
あきば何求庵
ＷｈｙＫｕｍａｎｏ ＵＮＷＩＮＥＤ
ＷｈｙＫｕｍａｎｏ Ｈｏｓｔｅｌ＆ＣａｆｅＢａｒ
Ｔｅｍｐｌｅ Ｈｏｔｅｌ 大泰寺
ＲｅｓｏｒｔＨｏｔｅｌ＆Ｓｐａ Ｂｌｕｅ Ｍｅｒｍａｉｄ
ＭａｒｕＨｏｕｓｅ
旅館あづまや
民宿やまね
民宿あづまや荘
民宿あづまや荘
民宿 瀧よし
わたらせ温泉 ホテル ささゆり
湯の峯荘
大露天の宿 わたらせ温泉 ホテルやまゆり
旅人の宿 蒼空げすとはうす
冨士屋

新宮・本宮

新宮ユーアイホテル
山水館 川湯みどりや
高田グリーンランド・雲取温泉
温泉民宿 大村屋
伊せや
ホテルニューパレス
ペンションあしたの森
ステーションホテル新宮
ジェイホッパーズ熊野湯峰ゲストハウス
ゲストハウスはてなし
グランホテル
クアハウス熊野本宮 渡瀬緑の広場バンガロー
おくとろ温泉 やまのやど
ＳｕｓｈｉＨｏｕｓｅ
露天風呂の宿 天山閣 湯楽庵
料理旅館 萬屋
料理旅館 浜木綿 くろしお山荘
料理の宿さきのや
龍神小又川温泉 美人亭
有軒屋旅館
民宿たつのや
民宿 せせらぎ
民宿アイス
美酒の宿 松風
白良荘グランドホテル
湯快リゾートプレミアム 白浜御苑
白浜古賀の井リゾート＆スパ
白浜温泉 湯処むろべ
ホテル花飾璃
オーベルジュ サウステラス
白浜の宿 醍醐
農家民泊 未来農園
農家民泊 もんぺとくわ
料理民宿 浜ぼう
クアハウス白浜
南紀白浜リゾートホテル古賀浦別邸
南紀白浜リゾートホテル
南紀白浜マリオットホテル
浜千鳥の湯 海舟
灯りや
湯治のできる宿しらさぎ
湯快リゾートプレミアム 白浜彩朝楽
湯快リゾートプレミアム 白浜御苑
湯快リゾートプレミアム ホテル千畳
新錦ホテル
四季の郷 天空のリゾート四季
山水館 川湯まつや
源泉かけ流し湯宿 ⾧生庵
熊野古道の宿 霧の郷たかはら
リヴァージュ・スパ ひきがわ
紀州の宿 白砂
紀州・白浜温泉 むさし
季楽里龍神

白浜・田辺

民宿 風車
家族とすごす白浜の宿 柳屋
下御殿
温泉民宿 望海
温泉民宿 すみや
沖縄民宿かりゆし本館
鮎川山荘
犬御殿
ログハウス木輪
レンタルハウス 南紀
まん泊リゾート株式会社
まごころの宿 丸井旅館
ホテル天山閣海ゆぅ庭
ホテル川久
ホテル 三楽荘
ホテルラフォーレ南紀白浜(2017年夏マリオットリブランド予定)
ホテルハーヴェスト南紀田辺
ホテルサンリゾート白浜
ホテルＮＡＮＫＡＩＲＯ
ホステルのアサ
ペンションポケット
ブランシェット南紀白浜
ビジネスホテル田辺サンシャイン
パンダヴィレッジ
とれとれヴィレッジ
シーサイドペンションプチ白浜
ザ グラン リゾート エレガンテ白浜
ゲストリビングＭｕ南紀白浜
ゲストハウスあがえ
ゲストハウスＴａｏ 泊まれる梅農家
グランパスＳｅａ
グランパスｉｎｎ白浜
かんぽの宿 紀伊田辺
インフィニートホテル＆スパ南紀白浜
アレーズド・バレ SHIRAHAMA
アルティエホテル紀伊田辺
ＸＹＺ スペチアーレ
ＸＹＺ Ｐｒｉｖａｔｅ ＳＰＡ＆Ｓｅａｓｉｄｅ Ｒｅｓｏｒｔ
ＴＨＥ ＨＯＴＥＬ しらはま温泉
SHIRAHAMA KEY TERRACE SEAMORE RESIDENCE
SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE ホテルシーモア
Ｋｕｍａｎｏ ＫＯＤＯ Ｗｉｎｅｒｙ Ｇｕｅｓｔ Ｈｏｕｓｅ
ＫＫＲ白浜 美浜荘（国家公務員共済組合連合会白浜保養所）
HOTEL SHIRAHAMAKAN(白浜館)(2020年7月リニューアルオープン)
民宿ｉｎｎしらはま駅の宿
白良浜ビーチへ徒歩３分の民宿 民宿innしらはま海の宿
里山暮らしを遊ぶ宿 のこのこ
和風ペンション朱紅蘭(しゅっくらん）
和歌山加太温泉 シーサイドホテル加太海月
和歌山マリーナシティホテル
和歌山グリーンホテル
和歌山アーバンホテル
和歌浦の波音を感じる宿 紀州温泉 新和歌ロッジ

和歌山

和歌の浦温泉 萬波 MANPA RESORT
和歌の浦 お宿 木村屋
天然温泉 紀州の湯 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ和歌山
休暇村 紀州加太（きしゅうかだ）～和歌山の旬と絶景露天の宿～
紀州温泉 雑賀の湯 双子島荘
紀州温泉ありがとうの湯 漁火の宿シーサイド観潮
紀三井寺温泉花の湯ガーデンホテルはやし
海辺の宿 潮風荘
花山温泉 薬師の湯
加太淡嶋温泉 大阪屋 ひいなの湯
加太ビーチグランピング resora RAINBOW
ワカヤマ第２冨士ホテル
ワカヤマ第1冨士ホテル
ホテルランドマーク和歌山
ホテルグランヴィア和歌山
ホテルＴＯ
ホテル アバローム紀の国
ビジネスホテルかつや
ビジネスホテル 圭
ビジネスイン南海
ダイワロイネットホテル和歌山
スマイルホテル和歌山
さざなみが聞こえる癒しのお宿 あたらし屋
アパホテル〈和歌山〉
Ｗａｋａｎｏｕｒａ Ｎａｔｕｒｅ Ｒｅｓｏｒｔ エピカリス
ＨＯＴＥＬ ＬＡ ＳＣＡＬＡ
HOTEL CITY INN WAKAYAMA 和歌山駅前
Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ ＲＩＣＯ
CANDEO HOTELS（カンデオホテルズ）南海和歌山
ＢＫウィークリー＆ホテル
スズマルホテル
東横イン JR和歌山駅東口

